
 

 

 

 

 

 

事業完了発表⑤ 

 

北都留森林組合 

多摩川・相模川流域における森林資源の循環活用モデル事業 

 

 



助成団体の概要 

 

項 目 内     容 

1.団体名 北都留森林組合 

 

2.住所 

 

山梨県県上野原市上野原５２７３－２番地 

（上野原市、小菅村、丹波山村を範囲とする組合） 

2.代表者名 代表理事組合長 波多野 晁 

 

4.管内の面積 管内の森林面積 24,499ha、うち人工林 10,272ha 

うち組合員所有林 9,279ha 

3.役員数 理事 20 名（うち常勤 0 名） 

監事 3 名 

4.職員数 事務 3 名、作業班 20 名 

（平均年齢 48 歳） 

5.プランナー人数 1 名（うち認定プランナー 0 名） 

 

6.作業班の構成 造林班 5 班 16 名、林産班 1 班 5 名 

 

7.主な事業実績 （平成 28 年 3 月期決算の実績） 

指導事業                取扱高     4,106 千円 

販売・林産事業  取扱量  2,845 ㎥、取扱高   22,255 千円 

購買事業     取扱量   668 個、取扱高   3,387 千円 

利用事業     取扱量   6 件外、取扱高   1,164 千円 

加工事業      取扱量  14,037 本、取扱高   14,037 千円 

その他事業     取扱量  239.04ha、取扱高   194,617 千円 

8.団体の沿革 昭和 59 年 7 月設立 

（丹波山村森林組合、小菅村森林組合、上野原町森林組合の３森林組合

が合併してできた東京都、神奈川県に隣接する山梨県東部に位置する広

域森林組合） 

 

9.団体の特色 ・森林整備事業が組合事業の中心 

・小径木加工所も併営しており、それ向けの原木販売も実施 

・管内森林は、東京都へ流れる多摩川の源流と神奈川県へ流れる相模川

の源流の一部となっており、「森を中心とした持続可能な流域循環型

社会の実現」が経営理念 

・組合員数 1,918 名 



１．地域の概要 

当管内は、山梨県の東部に

ある丹波山村、小菅村、上野

原市の２村１市からなってい

る。北には秩父山系の雲取山

（2,018ｍ）があり、西に大菩

薩嶺（2,057ｍ）、さらに東に

は関東山地の支脈である三頭

山稜が三頭山（1,527ｍ）から

生藤山（990ｍ）まで走って

おり、山岳部の平均勾配は、

多摩川、相模川という大きな

川の源流域ということもあり

平均斜度約 30 度もあるＶ字

谷の急傾斜地である。大きな 

特徴としては、山梨県東部に位置し、東京都、神奈川県、埼玉県に隣接している地域であり、

東京都へ流れる多摩川のまさに源流と神奈川県へ流れる相模川の源流の一部が管内となって

いる。 

河岸段丘に発達した上野原市の一部を除き、山間地の集落は上野原市では標高 250～450ｍ、

小菅村や丹波山村では 600ｍ～700ｍとなっている。 

大都市の東京都、神奈川県を下流に持ち、その「流域」と「源流」をキーワードとした山

村地域活性化による村おこしに挑戦している地域である。 

 

２．北都留森林組合の事業概要 

当組合は、昭和 59 年 7 月に 3 つの森林組合（上野原町森林組合、小菅村森林組合、丹波山

村森林組合）が合併し設立された広域森林組合である。平成 28 年 3 月末現在、組合員数 1,918

名、総代数 210 名、管内森林面積 24,721ha（これは日本の森林面積の約 1/1,000 に相当）、う

ち民有林面積は 15,719ha である。特徴としては、約 100 年前から東京都が自ら水元である多

摩川の源流にある水源林を整備するために山林を購入し、独自に管理しており、その面積は、

約 8,230ha（東京都は今でも山林購入を継続中）にもなる。 

当組合管内は、東京都や神奈川県といった大都市に近く、昭和 30 年頃まではそうした大消

費地からの燃料需要に対応する形で林業といえば炭焼きを生業としていた地域である。 

したがって、管内人工林は戦後に植林された山が多く、これまで当組合では、植栽、下刈、

除伐、枝打ち、間伐と造林中心の施業を行ってきた。保育間伐も切捨て間伐が中心で、搬出間

伐はほとんど実施してこなかった。山の木を出す場合、地形もＶ字谷の急峻な場所が多く、山

へのアプローチができる既存の林道も少なく、集材方法はほとんど集材機による架線集材であ

り、皆伐施業が中心であった。 

また、当組合技能職員の高齢化に伴い、架線集材の経験のあるベテラン職員は全員退職し、

図 1－北都留森林組合の位置 



現役職員の世代交代が進み、職員平均年齢 48 歳（平成 29 年 3 月現在）という中、既存職員

の間では、架線集材に対する技術も道具もなく、搬出間伐にどう取り組むべきか思い悩んでい

た。 

管内森林は、水源の森であり、東京都へ流れる多摩川の源流、神奈川県へ流れる相模川の源

流の一部である。典型的なＶ字谷が続く急峻な地形と崩れやすい土質で、これまで沢沿いに付

けた森林作業道は大雨が降れば道が川となり、使い物にならなくなるような厳しい地形である。

管内の林道密度も 4.2ｍ/haと非常に低く、これまで木材搬出は距離の長い架線集材に頼るし

か方法がなかった。長距離架線集材では、搬出間伐をメインに考えた場合、費用対効果的に搬

出間伐推進は大変厳しかった。 

当組合の柱事業は、これまでは造林・保育中心であったが、これからは、これまでの切捨間

伐から搬出間伐を主軸にした体制へと移行すべく、役職員一丸となり本気で取り組みはじめた

ところである。 

組織としては、理事 20 名、監事 3 名（いずれも非常勤）、事務職員 3 名、技能職員（技術

職員）20 名である。そのうち 60 歳定年後の再雇用 2 名（70 歳代）を除く全ての職員 21 名は、

安定的な収入を得ながら安心して生活できることで、より仕事に専念してもらうために事務職

員のみならず、現場職員も含め全職員を月給制として雇用している。現場職員は、外仕事とな

るために年間出勤日数の約１割程度（約 25 日位）が雨や雪で現場に行けなくなる日があるた

め、そうした日でも出勤してもらうために薪づくりや木工など内仕事を工夫し、年間を通じて

安定的に事業量を確保していかなければならないなどの課題があるため、現場で働く技術職員

の月給制導入をためらう森林組合、民間事業体が多いと思われる。 

しかし、全職員月給制とすることで職員一人一人が正社員としての自覚と誇りを持ち、職員

間の連帯感が生まれ、自分自身の役割をよく理解し、常に経営感覚を持って日々事業に取り組

むことで、「無理、無駄、ムラを無くす」意識が芽生え、力を合わせて創意工夫を持って効率

的な仕事を継続することで課題を乗り越えることが必ずできる。 

また、今後の林業界へ優秀な若い人材を一人でも多く集めるためにも他の森林組合、林業事

業体でもぜひ現場で働く技術職員の月給制導入を一度ご検討頂きたい。 

当組合では、経営理念「森を中心とした持続可能な流域循環型社会の実現」に向け、『全従

業員の物心両面の幸福を追求すると同時に組合員、山村地域社会の進歩発展に貢献する』県下

一の森林組合を目指し、今日よりは明日、明日よりは明後日と常に改良改善を絶え間なく続け、

創意工夫を重ねながら創造的な仕事を継続していきたいと取り組んでいる。 

「流域」をキーワードとして、流域連携を推進するために管内の仕事だけではなく、近隣の

森林組合である東京都森林組合や津久井郡森林組合などとも業務提携を結んで、県境を超えた

森林整備協働事業も展開している。 

「流域」への働きかけの成果としては、多摩川の下流である東京都に本社を置く、大手企業

（JT 日本たばこ産業㈱、HONDA 本田技研工業㈱、サミット㈱、サントリー㈱、㈱東急ホテ

ルズ等々）との協働による企業の森活動が活発化している。そして年に数回は、社員参加によ

る森づくりも展開されており、多い時は 100 名を超える企業社員が、地元村民と共に活動し、

ふれあい交流や食事、温泉利用など地域活性化や地元への経済効果もではじめている。事業量



的にも当組合の柱事業のひとつになりつつある。 

最初の活動は、村有林などの公有林での植林活動のみであった森林整備活動も、次第に広が

りを見せ、懸案である民有林の間伐支援がはじまり、最近では森林作業道開設費、搬出間伐費

に至るまで支援の幅が広がってきており、今では企業の森から搬出された木のノベリティ使用

等々木材消費へ繋がる動き

なども出てきている。企業の

森活動は、国、県の人工林森

林整備補助金では対象外と

なるような森を訪れる人の

ための散策路である歩道整

備や森の広場整備など森林

環境教育のためのフィール

ドづくりなどにも支援を頂

けるようになってきた。 

山側は、国民全体にもっと

森に関心を持ってもらうた

めの受け入れ体制を整え、 

実際に森に訪れ、森と触れ合うことのできる場である森林環境教育の森を積極的に整備してい

くことが大切である。当組合では、今後も引き続き森林環境教育フィールド整備を企業と協働

で積極的に進めていきたい。 

 

３．事業名 

多摩川・相模川流域における森林資源の循環活用モデル事業 

 

４．事業目的 

「植える→育てる→使う→植える」という森林資源の循環利用を推進することで、適切な森

林保全が確保されると共に将来にわたる木材の利用が可能となる。そのためには、高齢級化が

進む管内齢級構成の平準化を図るためにも搬出間伐と小面積皆伐を組み合わせた新たな効率

的な施業の可能性について検証し、その技術習得を目指していく。低コストで効率的に、より

広い範囲からの間伐材搬出を推進する必要がある。それには、当管内のような急峻な地形でも

壊れないしっかりとした森林作業道を上手に作設し、車両系による搬出と架線集材を上手に組

み合わせた効率的でかつ広範囲から集材できる新搬出作業システム構築に挑戦していく。 

 

５．事業内容の概要 

（１）ソフト事業 

図 2－企業の森活動 JT の小菅の様子 



まずこの事業では、効率的な施業を推

進するために森林所有者に対して、当事

業目的である「森林資源の循環利用推

進」の必要性をご理解頂きご協力頂ける

ための事業説明会を実施した。 

 森林所有者説明会には、山梨県、上野

原市など行政担当者にも同席頂き、山梨

県からは県の森林整備方針の説明等も

行い、森林組合と行政は一体となり事業

を推進していくことを説明会参加者へ

お伝えし、当事業への理解と承諾を快く

頂いた。 

その後、森林所有者同行にて現地踏査

を実施した。森林所有者の中には、境界

確認調査に親子で参加された方もおら

れ、こうした機会でもない限り自分の山

を子供たちに引き継ぐチャンスはなか

ったと大変感謝された。この親子で山を

見て回る機会づくりは、非常に重要な取

り組みであり、これからも森林組合とし

て他の地域の集約化に取り入れ実施し

ていきたい。 

また、双方の森林所有者が参加し確認

することができた境界には、地主名や地

番を記載したプラスチック杭を打つことも行った。 

これにより将来にわたり、この地域での施業実施がよりスムーズに進めることができるよう

になった。 

当組合職員が多くの森林所有者と一緒に山を歩く中で、様々な会話が交わされ、職員や森林

所有者双方の森に対する思いを確認しあうことができ、今後の施業への要望、森林組合への期

待など、これまで中々心触れ合う機会がなかった職員と森林所有者との間に共に時間を過ごす

中で心の絆が芽生え、信頼関係強化が進んだことも現地踏査実施の大きな成果となった。こう

した森林組合職員と森林所有者との現地踏査という工程は、目的の境界明確化だけでなく、互

いの信頼関係を深め、よりスムーズに仕事を進める上でも大変重要なプロセスであり、今後も

集約化を進めていく上でなくてはならない大切な工程であることが分かった。 

次に境界明確化完了と森林所有者との長期契約を結んだ後、施業エリア内の搬出に必要な森

林作業道新設計画のための森林調査を行った。 

はじめに集約区域内の森林作業道の路網の線形を描くために現地踏査を行った。その際には、

山を壊すことのない崩れない道づくりを第一に考え、急峻な地形、土質にあった工法、路線を

図 4－親子参加での現地踏査の様子 

図 3－森林所有者説明会の様子 



慎重によく検証しながら、森林踏

査を繰り返し行った。計画地の山

林は、基本図ではわからなかった

が小さな尾根と沢が幾重もあり、

水も湧いている箇所も多々あるよ

うな道づくりには複雑で難しい地

形であることがわかった。 

その結果、今回の開設する森林

作業道路網は幅員 3ｍ以内の道と

し、当初計画では 2ｔトラックが

走行可能な車道であったが、現地

の地形、斜度、土質から判断した

結果、フォワーダ道を開設するこ

ととした。フォワーダでは、公道

を走行することができないため、

フォワーダから２ｔトラックへ材

を積み替える工程がひとつ増えて

しまうため、効率化を考えた場合、

可能であれば 2ｔトラックが走行

できる道を作設し、一度積んだ材

でそのまま公道を走り、仕訳でき

る中間土場まで運搬する方が望ま

しいが、そのためには新設する森

林作業道の全面砕石や路肩補強に

強度な丸太組が必要など費用対効

果を総合的に判断した結果、既存

の林道から支線の形で入れる今回

の森林作業道はフォワーダ道がベ

ストであると決断した。 

（２）ハード事業 

既設林道に関しては、陥没やぬ

かるみ箇所がありそのままでは使

用することができない箇所もあり

計 1,700ｍの補修修繕を行い、その

既設作業道から支線の形で入れた

森林作業道を計 2,411ｍ新規開設した。 

道づくりで注意した点は、とにかく 

図 5－森林作業道開設の様子 



道を壊さないために排水処理と路肩補強に細心の注意を払った。路肩補強では、丸太組工法を

採用し、丸太は現地発生材を原則利用した。山梨県をはじめ様々な方々からの助言指導を頂き

ながら急峻な地形、土質にあった森林作業道の工法、路線を検証し、その工法、技術を身につ

けることができた。 

急峻な地形にどうしても道を通さなければならない場所もあった。その際には、丸太をはじ

めに組む場所に注意し、粗道を切り開いた際に土砂が山の傾斜地を下り落ちた土砂が止まった

ところ「土の落ち止まり線」に道の土台を築いた。これを設置することでがっちりとした安心

して通ることのできる道の土台ができる。丸太どうしを止める工法としては、釘 25cm を使用

した。長い釘を丸太に打ち込むには人力でしか方法がなく、上手に打込むには経験と馴れが必

要で、初めのうちは、上手に釘を打てずに釘を曲げてしまう失敗を繰り返した。 

道の幅員は、山全体に急峻な地形のため法高を抑えるために幅員 3m を基本として設計した

が、特別急峻な場所ではどうしても切取法高が高くなってしまい 2.5m 幅となった箇所もあっ

た。法高が高くなればなるほど山崩れの危険が増えるため、なるべく低く法高を抑えることに

注意して、崩れない道の開設を行った。そして、組んだ丸太は、しっかり重機で転圧を行った。 

最後に、組んだ丸太は、全て土の中に埋めて完成となる。路盤の傾斜はその場排水を基本と

し、路盤に流れる水をなるべく少なく心がけ、水切りも計画的に配置した。考え方としては、

尾根排水であり、路盤は窪地では上げ、尾根では下げることでどうしても窪地に集まりやすい

水による道崩壊を防ぐことに配慮した。また、作業道開設では、道上の丸太組を実施し検証を

行った。この道上丸太組は現在の山梨県補助金制度では適用外となっており、補助金交付対象

とはなっていない。しかし、この地域は冬の寒さが厳しく、表土凍結により霜が土を崩し、重

機による作業道の砂利掃きが何回も必要となる地域である。そのため、今回検証として道上に

丸太組を設置し、冬場の検証したところ、法面の冬場の霜凍結による崩れ防止に効果があり、

春になっても路盤への土砂崩落もなく、非常に有効であったことがわかった。急傾斜地で法高

がどうしても抑えられない箇所には、この道上丸太組が森林作業道の維持管理面で非常に有効

であり、必要な構造物であると考えられる。 

今後、毎年路網が延長されていく中、いかに森林作業道の維持管理費を抑えていくかが、当

組合の経営上、大きな課題となってくるため、この道上丸太組に関しては、今後、多くの地域

での検証と必要性についての議論をお願いしたいと考えている。 

また、今回の区域内では、下流の集落が飲料水として沢水を取っており、水を濁さないこと

に細心の注意をしながら作業を行った。特に沢を渡る際には、通常は洗い越しを採用するが、

今回は沢に重機を入れないことを地元水道組合との話し合いで決めたため、、職員間で検討し、

新たに生み出した工法である北都留森林組合式簡易橋（H 鋼、鉄板、コンクリートブロック

を使った新工法）を上手に配置し沢を渡り作業をすることに成功した。この簡易橋については、

次の（6）事業の成果で詳しく説明する。 

搬出間伐では、当組合ではまだ所有できていない高性能林業機械であるハーベスタ、フォワ

ーダ、スイングヤーダなど様々な機械を使い比べ、それぞれの搬出システムの検証を行うこと

ができた。そしてハーベスタなどの高性能林業機械には、これまで乗車する機会のなかった若

手職員を積極的に長時間乗車させることができ、その操作技術を向上することができた。 



実際に現場で高性能林業を使用して気づいた点では、それぞれの機械能力には能力差があり、

いかにボトルネックとなる工程を作らないようにしていくか、作業効率や生産性を上げていく

上では作業工程計画が大変重要であることがよく理解できた。特に生産能力の高いハーベスタ

を遊ばせずに使いこなすには、まとまった材積と作業区域が必要であるため、効率的な施業を

行っていく上では事前の施業集約化と施業プランづくりがとても重要となってくることが理

解できた。 

搬出間伐の低コスト化に向けては、丸太の運材方法をいかに簡素化、省力化できるかがポイ

ントとなってくる。特に、丸太に触る回数をいかに少なくするかが重要である。運材方法であ

るが、できれば開設する作業道の入口に大型トレーラが入る土場を確保することが望ましい。

そうすればフォワーダに積んだ丸太をわざわざ積み替えをして、公道を走るための 2ｔトラッ

クで小運搬する必要もなくなり、1 回で運材が終了することができ非常に効率的である。 

しかし、今回の現場では、取り付け道が狭く、どうしても林道入口へ土場を確保するこがで

きなかったため、確保した中間土場まで公道約 2km を走る必要があったため、非効率とわか

っていてもフォワーダで集めた丸太を 2t ダンプへ積み替えを行う必要も発生したため、生産

性の悪い搬出システムを採用するしか運材方法がなかった。今後、搬出間伐事業を実施してい

く上で、現場での技術向上の必要性はもちろんであるが、こうした全体の事業設計をしっかり

立てることがとても重要であることが良く理解できた。 

架線系集材システムの検証では、全国で初めて本格的に検証することとなった「チェーン式

集材システム K システム（特定非営利活動法人蔵前バイエネルギーが開発中）」を実証実験し

た。架線の代わりにチェーンを使った集材システムで、バックホー重機のアタッチメントを交

換することで使用でき、操作も簡単で安全に集材することができる。詳細については次の（6）

事業の成果で詳しく説明する。 

そして全体では、搬出間伐 11.12ha、切捨間伐 16.72ha、既設作業道改修 1,700ｍ、森林作

業道新設 2,411m、搬出材積 1,140㎥の事業を行うことができた。 

搬出された間伐材等は、これまでの原木市場でのＡ、Ｂ材販売に加え、Ｃ材の木質バイオマ

ス利用以外の新たなカスケード利用の可能性について研究と検証を行った。そんな中で今回、

ご縁があった東京都浅草にある江戸時代から続く老舗の木箱製造業会社である㈱木具定商店

とその木箱問屋である㈱向山商会との間で当森林組合は連携協定を結び協議を重ねた結果、経

木を原材料とした国産材木箱、木製弁当箱製造販売の可能性が見えてきた。現在、当組合管内

である上野原市内に高付加価値商品となる木箱製造新会社設立を目指し準備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 



 図 6－事業実施位置図 



 

 

 

図 7－施業分析表 



６．事業の成果 

これまで、レンタル費が高額で挑戦するこが難しかった架線系高性能林業機械を使った搬出

作業システムにも挑戦することができ、貴重な施業経験と生産性などの貴重な作業データを入

手することができた。 

この事業で経験した様々な作業システムのデータ、経験をしっかり分析し、職員間で共有し

ていくことで、当組合管内における最適な作業路網、作業システム構築に繋げていきたい。 

具体的には、まず搬出間伐を生業とした林業への挑戦を進めていく上で、丁寧な事前準備の

重要性を理解することができた。今回、森林所有者への説明会、現地踏査会など実施して、森

林所有者との信頼関係構築には実際に森林組合職員が話し合いながら共に共通の時間を過ご

すこと、そうしたお互いに顔の見える関係構築がいかに重要であるかを改めて確認することが

できた。 

次に技術的な点において、森林作業道の路網整備には、いかに低コストで崩れない道を山に

付けていくことができるか、そのためには、道づくりの技術以前に「破砕帯があるような崩れ

やすい箇所を見極め、道を付けてはいけないところ」を正確に見極め、そこを決して通らない

路網の線形を描くことが重要であることが分かった。また、山には受盤、流れ盤があり、地形

だけではなく地層の作りを見極める重要性を理解することができた。現地に入るとどうしても

視野が狭くなりがちであるが、山全体を見渡し全体を俯瞰しながら地図や現地地形、地質など

から分析し、また、長年、その地で暮らしてきた地元の方々の声もしっかり聴きながらより安

全な場所へ森林作業道の線形を描く必要があることを理解できた。 

搬出間伐においては、高性能林業機械をフル稼働させ、作業効率と生産性を上げるためには、

集約化施業面積を少なくとも 10ha 以上まとめていくことが重要であり、伐採、集積、造材、

運搬と各種違う工程が並行して同時進行されるため、必ずどこかで滞る工程、ボトルネックが

発生する。現場での作業待ち時間が発生しないようにするためには、仕事量の不均衡を是正す

る必要がある。そのためには、伐採⇒集積⇒造材⇒運搬と常に次の仕事を意識し、無駄なく仕

事が流れるように人数調整や同時並行的な作業を心掛けるなどきめ細かい調整をしながら仕

事の無理、無駄、ムラを無くし、仕事が滞ることなく流れていくように全体の仕事をコントロ

ールしてかなければならない。 

今回の事業で様々なことに挑戦させて頂いたが、特に次の２点（1）北都留森林組合式簡易

橋（H 鋼、鉄板、コンクリートブロックを使った新工法）と（2）チェーン式集材システムを

事業の成果として詳しく報告したい。 

（1）北都留森林組合式簡易橋（H 鋼、鉄板、コンクリートブロックを使った新工法） 

今回の区域内では、下流の集落が飲料水として沢水を取っており、水を濁さないことに細心

の注意をしながら作業を行った。特に沢を渡る際には、通常は洗い越しを採用するが、今回は

沢に重機を入れないことを地元水道組合との話し合いで決めたため、職員間で検討し、新たに

生み出した工法である北都留森林組合式簡易橋（H 鋼、鉄板、コンクリートブロックを使っ

た新工法）を上手に配置し沢を渡り作業を完了することに成功した。 

まず、渡りたい沢の両岸の川底をバックホー重機で平に整地し、そこにコンクリートブロッ

ク 3 個を並べる。（両側で計 6 個使用）その上に丸太を横に渡し、H 鋼を 3 本並べ橋桁とする。



その上にゴムベルト（ベルトコンベアー

などの廃品を利用）を敷き、更にその上

に鉄板を並べる。フォワーダで走行する

際にキャタピラの鉄と鉄板とでは大変

滑りやすいため、鉄板の上には土など砕

石をした上で重機やフォワーダを走行

させることで全く滑ることなく橋を通

過することができた。 

今回の現場では、長さ 6ｍの H 鋼と 4

尺×8 尺の鉄板を使用したが、今後使用

する H 鋼の長さや鉄板の大きさはそれ

ぞれの現場に合わせて調整していけば

応用できると考えている。 

この北都留森林組合式簡易橋の利点

は、設置や撤去が大変容易であり、設置

には 2 名で半日程度、撤去には数時間あ

れば全ての作業を完了することができ

る点が優れている。また、使用する資材

は撤収することで何度でも再利用が可

能である。今回丸太運材用にレンタルし

たフォワーダは、筑水キャニコム

BY460S で自重 2.5ｔ、最大積載量 3.1

ｔクラスであったため最大でも橋に掛か 

る荷重は 6ｔ以下であったが橋が変形

するなど一切なく、何の問題もなく橋の

上を走行することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートブロックを６個並べる 

Ｈ鋼を３本橋桁に使う 

図 8－北都留森林組合式簡易橋 

沢を濁さず安全に丸太運搬が可能 



（2）チェーン式集材システム 

特定非営利活動法人蔵前バイオ

エネルギーが開発中の「K システム

（チェーン式集材システム）」の現

地検証を行った。架線集材を経験し

ていない作業者でも数時間の説明

と研修でこのチェーン式集材シス

テムを問題なく動かすことができ

た。 

このチェーンを用いた新しい架

線系集材システムは、チェーンをル

ープ状にして搬出斜面に設置し、伐

倒した木を随時チェーンに掛けて、

連続して牽引する方法で、ワイヤー

ロープ方式の架線系集材と比較し

て、設置が簡単で安全に牽引できる

ところが最大の売りである。架線系

の集材経験が無くても急斜面での

集材が可能である。 

数か所での試用の結果、最大直線距離 104ｍの斜度 35 度以上のところからも集材できるこ

とが確認できた。スイングヤーダでは距離が長く搬出困難であり、今までは切り捨てられてい

た間伐材を集材し搬出することに成功した。 

作業手順は次のとおり。①集材斜面にループ状にしたチェーンを滑車を使用して地面上に設

置する。②伐倒した木をチェーンに掛ける。③駆動装置を正転または逆転してチェーンを動か

しながら牽引する。④掛けた木が荷下ろし場に来たらチェーンを止めて木を外す。⑤外した木

をグラップル等で引き出す。⑥外した荷掛用のフック等は戻りのチェーンに掛けて荷掛場所へ

戻す。 

特徴は次のとおり。①チェーンのどこでも木を掛けられるので連続牽引ができるところ。チ

ェーンの長さは強度保証された連結環を用いて簡単に分離・接続して必要な長さに現地で連結

できる。②チェーンは地上設置なので、駆動装置の転倒やチェーンの落下の恐れはない。③牽

引時チェーン張力の調整は不要でコントローラによる正転または逆転の ON/OFF 操作のみで

良い。④途中の障害物への引っ掛かりの懸念には木にキャップを装着することで対応できる。

⑤設置時のチェーンや滑車の牽引とチェーンラインから離れた木の木寄せには急傾斜地で取

り回し自由なボートウインチ等を使用することで対応できる。 

問題点は、チェーンはワイヤーに比べ重い。また、急斜面での定性間伐では、伐倒作業にお

いて、搬出に最適な伐倒角度を誤ると残っている立木が邪魔をして引っ掛かり何度もチェーン

への荷掛けをやり直し、正転や反転を繰り返さないとならないなど搬出に無駄な時間が掛かっ

てしまうことがあった。また、今回使用した試作機ベースマシンが 2ｔクラスと小さく木が少

図 9－チェーン式集材システム概念図 



し太くなると力が足りず上手く集積できないことがあった。チェーンの回転スピードが遅く、

集材に時間が掛かる点は、今後の開発の中で解決していくことに期待したい。 

また、チェーンが地面を這う方式のためどうしても地山を引きずる形で木が出てくるので、

多少山肌を傷付けてしまう点は改善策を検討する必要がある。 

いずれにしても架線を張るときのよう特殊な索張り技術と数日要するような大掛かりな事

前準備は必要なく、スイングヤーダの代替品として使用するこが可能ではないかと思われた。

何といっても安全に木を出すことが出来る利点は、今後、全国の森林ボランティア活動などで

の搬出現場等でも十分活用できる可能性があると思われる。 

今回、山梨県内の林業事業体、森林組合など広く林業関係者を集め、山梨県森林組合連合会

の杉本光男会長、南部町森林組合の矢川満組合長、山梨県森林総合研究所職員等多数の方々の

参加のもとチェーン式集材システム現地検討会も実施し、実際の集材現場の見学も行った。 

 

７．課題と取組方向 

今回の事業を通じて、様々な作業システムによる搬出間伐データを入手することができた。

搬出間伐面積は、9 箇所で計 11.12ha、合計 1,140 ㎥の材積の木材を搬出した。山での一人当

たりの生産性は、間伐現場から林道端までで平均 3.62 ㎥／人・日であった。この数字に満足

することなく、今後も様々な改良改善を重ね創意工夫により、作業効率性、生産性向上への日々

努力を継続していきたい。 

課題は、林道端から中間土間までの小運搬費と中間土場から市場までの大型トラック外注に

よる運材費をどう圧縮していくことができるかである。私共の管内では、ほとんどの林道入口

には必ず畑や集落が点在し、搬出材を置くことのできる土場を林道出口に確保することができ

ない。既存林道の幅員も 3ｍとなっており数キロ離れた中間土場までの小運搬には効率は悪い

が 2ｔダンプで運材するしか方法がない。大型トラックを所有していない森林組合にとっては、

中間土場から原木市場やチップ工場までの運材も外注に頼らなければならない。一番近い原木

市場まで片道 35ｋｍ、チップ工場は更に遠く片道 55ｋｍまで材を運ばなければならない。外

注で運材を依頼した場合、建築用材として販売する原木市場へ運ぶ A 材でも木質バイオマス

燃料としてチップ工場へ運ぶ値段の安い C 材でも運材賃は変わらず、平均＠3,000 円/㎥は経

費がかかってしまう。この運材費圧縮の問題は、自助努力だけでは決して解決できない問題で

もあり、国や県、森林組合系統等々と良く相談しながら解決策を見出していきたい。 

今回の事業では、若手職員に多くの機会を与え、様々な経験値を上げることができた。 

更なる生産性向上を目指すためには、職員ひとりひとりが伐採⇒集積⇒造材⇒運搬というそ

れぞれの作業工程の前にある仕事を考え追いかけるような進め方が必要であり、各職員が常に

同時並行的な作業を心掛けることで仕事の無理、無駄、ムラを無くしていきたい。 

搬出間伐における作業工程である、伐採、集積、造材、運搬は、それぞれに必要とする作業

時間はバラバラであり、各工程における作業の待ち時間をなくすためには、仕事量の不均衡を

是正していく必要がある。現場での作業をスムーズに進めるためには、事前の準備、事業計画

（集約化と路網線形）が特に重要となってくる。 

また、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）を繰り返し行っていくことにより、各



工程における精度は常に向上し続け、結果として生産性向上に必ず繋がると考えられる。 

まさに「継続は力なり」であり、これから職員ひとりひとりが、現場での経営感覚を日々磨

き、責任と誇りを持って仕事に取り組んでいきたい。 

 

８．事業成果を踏まえた今後の展開 

「好ましい森林とは、気象災害に対して安全性が高く、生産性に優れた長期的に見て、需要

への弾力性が高く、生物多様性が高く、景観的に優れ、かつその維持管理が低コストですむ森

林である。」と藤森隆郎先生が『林業がつくる日本の森林』（築地書館）の著書の中で述べられ

ている。当森林組合では、そんな木材生産と環境保全の両立した調和のとれた林業を目指して

いきたい。それは、けして簡単なことではないことはよく理解しているが、森林資源は再生可

能な無限の資源であり、林業は自然を相手に生産と環境の調和を図りながら、創意工夫を重ね

ながら創造的な仕事をすることで、いかに人類の幸福に貢献していけるかに関わることのでき

る大変面白いやりがいのある仕事である。 

そして、その目指す森林の姿を森林の機能区分としては３つに分け、生産林は「経済林」と

「生活林」の２つ、それに「環境林」と３つの森林の目標林型をしっかり描き取り組んでいき

たい。 

「経済林」の目標林型は、再生産力を落とさない長伐期で持続可能な森林管理とし環境保全

との調和を常に考えながら、需要への弾力性が高く、利用価値の高い材の生産を持続的にでき

る森づくりを目指したい。 

「生活林」の目標林型は、ナラやクヌギなど有用樹を育て主に木質バイオマスエネルギーや

キノコ原木などの生産を短伐期で繰り返し利用できる森づくりを目指したい。 

「環境林」の目標林型は、炭素貯蔵量が高く、生物多様性が高く、土壌構造が発達し、水源

涵養機能が高い老齢段階の森をモデルとした森づくりを目指したい。 

これらの目標林型をしっかりと描き目標に向かい正しい施業を行っていくためには、森林を

良く知ることが大切であり、森林生態系の正しい知識を学び続けていく必要がある。森づくり

は、高い技術を要するものであり、そこには理論がなければならない。森林組合職員は、森と

いう自然に人為を加えて人間生活に役立てるために開発された科学を応用する技術者である。

その優れた技術者を多く育成していくことこそ最も大事な林業の低コスト化への道であり、持

続可能な森林経営を実現するためにも力を入れて取り組んでいきたい。 

今後は、今事業で得た経験や作業データを基に、当管内、当組合にあった精巧な作業計画や

路網計画を作成し、緻密な工程管理を実行していくことで更なる低コスト化を進めていきたい。 

次からは、同助成金を充てにすることはできず、今事業の中で、経験させて頂いた同じ過ち

や失敗を二度と繰り返さないことが大事であり、これらの経験やデータを職員間でしっかりと

共有し、次の現場に活かしていきたい。 

今回の事業実施で得た最大の成果は、これまで仕事に追われ、中々本気で取り組むことがで

きなかった役職員間での「情報」、「技術」、「価値観」といった大切な三つの共有とひとりひと

りの「意識改革」が進化したことである。当森林組合の役割や使命とは何か、強みや弱みは何

か、役職員間で活発な議論を今後も継続していきたい。 



最後に当組合理事会で検討、承認を得て、当組合第 30 回通常総代会で承認された経営理念

を以下に紹介させて頂くのでご覧頂きたい。 

当組合管内の森林は、東京都へ流れる多摩川の源流と神奈川県へ流れる相模川の源流の一部

となっており、その森を中心とした持続可能な流域循環型社会の実現を目指し、これから事業

展開を行っていきたい。森林組合が担う林業は、生態系に順応した持続可能な循環型産業であ

り、山村の中心的な産業である。 

また、森林整備は、水源涵養や森林の公益的・社会的機能の発揮に関わる大切な事業であり、

森の問題は山村だけではなく、流域全体（市民・事業者・行政）がひとつになって考え、協働

していくことが大切であると考えている。 

現在、相模川流域では、流域連携の新しい動きとして源流の森を守る当森林組合と相模川の

最下流にあり漁業は森の恵みのお陰であることをよく理解されている平塚市漁業協同組合と

の間に林業と漁業という異業種間での新しい連携の可能性について協議が始まった。 

また、多摩川流域では、当森林組合と下流の東京都浅草にある江戸時代から続く老舗の木箱

製造会社である㈱木具定商店とその木箱問屋である㈱向山商会との間で連携協定が結ばれ木

材利用の新たな可能性として経木を原材料とした国産材木箱、国産材木製弁当箱製造の新会社

設立準備が進められている。 

日本の森林環境を継続的に守り、維持していくためには、どうしても山村振興が欠かせない。

元気な森には、元気な山村が必要であり、元気な山村には、元気な林業が必要である。私たち

は、元気な林業を目指し、森林整備を積極的に行いながら、山村地域活性化のけん引役として、

常に持続・自立可能な新しい山村産業の創出を目指し努力を続けていきたい。 

 

北都留森林組合 経営理念「森を中心とした持続可能な流域循環型社会の実現」 

 

元気な森には、元気な山村が必要であり、元気な山村には、元気な林業が必要です。 

林業は、持続可能な循環型産業であり、山村の中心的な産業です。 

私たちは、山村だけではなく流域全体（市民・事業者・行政）がひとつになって考え、 

協働していくことで森を中心とした持続可能な流域循環型社会の実現を目指します。 

 

図 10－北都留森林組合職員集合写真 


